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頁 製品コード 品　　　名　・　型　　　番

27 12-3011-28 フリーザー　168L / SFS176T

58 10-1342-01 塩ビ製薬品庫 / CY-200

81 10-1701-60～84 ワークベンチライトシリーズ

81 10-1701-90～93 ワークベンチWAシリーズ

154 12-3150-85 エンゲル冷蔵庫 / MT35F-D1

154 12-3150-86 エンゲル冷蔵庫 / MT45F-D1

181

12-0935-01～36
12-0936-01～36
12-0937-01～36
12-0938-01～36
12-0939-01～36

試験フルイ（ステンレス製）

182

12-0952-01～42
12-0953-01～43
12-0962-01～42
12-0963-01～43

試験用ふるい　φ200×H45mm・φ150×H45mm

184
12-0941-01～43
12-0942-01～43

試験用ふるい　φ75×H20mm

233 12-8202-01～03 ハンドロータリーポンプ　HRPシリーズ

233 12-8202-05～07 ハンドロータリーポンプ　HRDシリーズ

233 12-8202-15～16 ハンドロータリーポンプ　HRP-25シリーズ

233 12-8202-20～22 手動式ペールポンプ

234 12-8202-25 手動式ピストンポンプ / S-L

234 12-8202-26 手動式ピストンポンプ / S-LH1

234 12-8202-30 ステンレス製ドラムポンプ / S-LX

234 12-8202-31 ステンレス製ドラムポンプ / S-LXHS

234 12-8202-35 電動式ペールポンプ / MH21N-V

251 12-5751-10～11 デシケーター / TB-9

252 12-5731-10 デシケーター / TLO

252 12-5731-11 デシケーター / THO-1

252 12-5751-70 デシケーター / TL-1

252 12-5751-80 デシケーター / TH-1

252 12-5751-90 デシケーター / TH-2

258 12-5765-20 円筒型真空容器 / TMV-1型

258 12-5765-21 円筒型真空容器 / TMV-2型

292 12-7701-02 ステンレス洗浄カゴ（角型） / 角15

292 12-7701-03 ステンレス洗浄カゴ（角型） / 角20

292 12-7701-04 ステンレス洗浄カゴ（角型） / 角25

292 12-7701-05 ステンレス洗浄カゴ（角型） / 角30

292 12-7701-06 ステンレス洗浄カゴ（角型） / 角40

292 12-7702-02 ステンレス洗浄カゴ（丸型） / 丸15

292 12-7702-03 ステンレス洗浄カゴ（丸型） / 丸20

292 12-7702-04 ステンレス洗浄カゴ（丸型） / 丸25

292 12-7702-05 ステンレス洗浄カゴ（丸型） / 丸30

292 12-7702-06 ステンレス洗浄カゴ（丸型） / 丸40

317 14-3442-60 液晶サーモメーター　7レベル　レンジ1

365 14-3561-63 水分計　MB23

366 14-3561-34 水分計用試料皿

390
14-1311-20～24

14-1311-57
スーパーフロストスライドグラス

390
14-1311-25～30
14-1311-58～60

水縁磨・白縁磨フロストスライドグラス

390 14-1311-40～47 スライドグラス

390
14-1330-20
14-1330-49

角カバーグラス

392 14-1201-23 染色バット　縦型30枚用

424 14-9002-21 防水タイマー / TM-13L

425 14-9002-43 タイマー / TM-20

428 12-4333-95～96 超小型スポット溶接機

440 19-0110-07 小型遠心機 / MCF-2360

表記追記 ⇒ (目の開き) 160μmの横に※印追記
表記追記 ⇒ (目の開き) 100μmの横に※印追記
表下に追記 ⇒ ※印の網目はJIS規格外になります。

輸送費マーク追記（別途送料要）

価格改定： ¥92,400 ⇒ ¥96,400

価格改定： ¥101,800 ⇒ ¥105,800

廃番
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廃番

価格都度御見積

廃番

価格改定： ¥40,000 ⇒ ¥45,500

価格改定： ¥35,000 ⇒ ¥40,500

廃番

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

表示追記　⇒　14-1330-20 ・ -49
（価格表下）

廃番

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

廃番

廃番

廃番
代替品： P.424　　14-9002-23　TM-15N　￥2,600

価格改定： ¥7,200 ⇒ ¥7,400

取扱中止

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

¥4,400価格改定：

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格都度御見積

価格改定： ¥14,000

¥17,200

⇒ ¥4,800

価格改定：

モデルチェンジ（仕様詳細はお問い合わせ下さい）
後継機種： フリーザー　198L/SFS200T ￥200,000

表記追記 ⇒ (目の開き) 160μmの横に※印追記
表記追記 ⇒ (目の開き) 100μmの横に※印追記
表下に追記 ⇒ ※と◎印の網目はJIS規格外になり
ます。

価格改定： ¥3,400 ⇒ ¥3,650

¥16,000 ⇒

¥3,400 ⇒ ¥3,600

価格改定： ¥7,000 ⇒ ¥7,600

⇒ ¥15,000

価格改定： ¥17,000 ⇒ ¥18,300

価格改定： ¥4,200 ⇒ ¥4,600

価格改定： ¥6,800 ⇒ ¥7,300

価格改定： ¥13,000 ⇒ ¥14,000

価格改定：

廃番

表記追記 ⇒ (目の開き) 160μmの横に※印追記
表記追記 ⇒ (目の開き) 100μmの横に※印追記
表下に追記 ⇒ ※と◎印の網目はJIS規格外になり
ます。

廃番

⇒ ¥21,500

価格改定： ¥16,000 ⇒ ¥17,800

価格改定： ¥28,000 ⇒ ¥30,000

価格改定： ¥19,500

廃番

12505 03005
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■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　48

変　更　箇　所

453 20-3465-30～38 テルモシリンジ　針なし（ルアーチップ）

453 20-3465-31 テルモシリンジ　針なし（ルアーチップ） / SS-01P

453 20-3465-40～50 テルモシリンジ　針付

453 20-3465-42 テルモシリンジ　針付 / SS-01P232505

453 20-3465-43 テルモシリンジ　針付 / SS-01P2525

453 20-3465-60～85 テルモシリンジ　注射針

453 20-3465-81 テルモシリンジ　注射針 / NN-2538R

453 20-3465-84 テルモシリンジ　注射針 / NN-2725R

453 20-3465-85 テルモシリンジ　注射針 / NN-2738R

454 20-3464-10 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ型　1mL / S4010-LT

454 20-3464-11 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ型　2mL / S4020-LT

454 20-3464-12 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ型　5mL / S4050-LT

454 20-3464-13 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ型　10mL / S4100-LT

454 20-3464-14 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ型　20mL / S4200-LT

454 20-3464-15 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ型　30mL / S4830-LT

454 20-3464-15 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ型　30mL / HJ4830-LT

454 20-3464-16 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ型　50mL / S4850-LT

454 20-3464-16 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾁｯﾌﾟ型　50mL / HJ4850-LT

454 20-3464-20 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾛｯｸ型　2mL / S4020-LL

454 20-3464-21 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾛｯｸ型　5mL / S4050-LL

454 20-3464-22 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾛｯｸ型　10mL / S4100-LL

454 20-3464-23 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾛｯｸ型　20mL / S4200-LL

454 20-3464-24 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾛｯｸ型　30mL / HJ4830-LL

454 20-3464-25 ｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ　ﾙｱｰﾛｯｸ型　50mL / HJ4850-LL

483 20-3190-50 ピペット立て

483 20-5301-10 ロート台 / SER-8

493 20-4699-10 分液ロート台（回転式） / SBR-1

493 20-4699-11 分液ロート台（回転式） / SBR-2

493 20-4699-12 分液ロート台（回転式） / SBR-3

493 20-4699-13 分液ロート台（回転式） / SBR-4

493 20-4699-14 分液ロート台（回転式） / SBR-5

496 20-4181-30 ステンレス試験管立て / S12-50

496 20-4181-31 ステンレス試験管立て / S12-100

496 20-4181-32 ステンレス試験管立て / S13-50

496 20-4181-33 ステンレス試験管立て / S13-100

496 20-4181-34 ステンレス試験管立て / S15-50

496 20-4181-35 ステンレス試験管立て / S15-100

496 20-4181-36 ステンレス試験管立て / S16.5-50

496 20-4181-37 ステンレス試験管立て / S16.5-100

496 20-4181-38 ステンレス試験管立て / S18-50

496 20-4181-39 ステンレス試験管立て / S18-100

496 20-4181-40 ステンレス試験管立て / S21-50

496 20-4181-41 ステンレス試験管立て / S24-50

496 20-4181-42 ステンレス試験管立て / S25-50

496 20-4181-43 ステンレス試験管立て / S30-10

496 20-4181-44 ステンレス試験管立て / S30-20

496 20-4181-45 ステンレス試験管立て / S30-50

496 20-4181-46 ステンレス試験管立て / S35-12

496 20-4181-47 ステンレス試験管立て / S40-10

498 20-4211-80～84 PPビーカー

498 20-4211-80 PPビーカー　100mL (100個)

498 20-4211-81 PPビーカー　200mL (100個)

498 20-4211-82 PPビーカー　300mL (100個)

498 20-4211-83 PPビーカー　500mL (100個)

498 20-4211-84 PPビーカー　1000mL (100個)

498 20-4251-10～14 PEビーカー

498 20-4251-10 PEビーカー　100mL (100個)

2020/10/1より価格改定： ¥4,300 ⇒ ¥5,500

2020/10/1より価格改定：

価格改定： ¥58 ⇒

⇒

2020/10/1より価格改定：

¥2,280

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,900

価格改定： ¥4,900 ⇒ ¥6,000

価格改定：

¥7,800 ⇒

¥9,500

⇒ ¥7,200

¥8,900 ⇒ ¥9,800

¥8,200

¥8,000

⇒ ¥9,400価格改定： ¥7,400

価格改定： ¥6,800 ⇒

価格改定： ¥2,750

ケース販売に変更
表記削除 ⇒ ●1個より販売しております。(要送料)

価格改定：

⇒ ¥2,450

価格改定： ¥3,500

価格改定： ¥3,850 ⇒

¥5,800

¥3,900

¥5,600

2020/10/1より価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,800

⇒ ¥11,800

⇒ ¥14,500

⇒ ¥27,800

ケース販売に変更
表記削除 ⇒ ●1個より販売しております。(要送料)

廃番

価格の箱入数右に※印追記 ⇒ ￥2,900/100本 ※

価格の箱入数右に※印追記 ⇒ ￥2,900/100本 ※

型番変更：　S4830-LT　⇒　HJ4830-LT

型番変更：　S4850-LT　⇒　HJ4850-LT

¥3,500 ⇒

価格改定：

2020/10/1より価格改定： ¥9,500 ⇒

2020/10/1より価格改定：

2020/10/1より価格改定： ¥5,100
2020/10/1より価格改定： ¥6,500

¥11,500 ⇒ ¥12,500

価格の箱入数右の※印削除 ⇒ ￥2,000/100本

表示訂正：　　　　　　　 ⇒
　　　　　　　　　　　　　　　　 　※は

表示削除（表下）　⇒　※は

2020/10/1より価格改定： ¥3,700
2020/10/1より価格改定： ¥2,000 ⇒ ¥2,500

2020/10/1より価格改定：

⇒ ¥3,800

2020/10/1より価格改定： ¥11,500 ⇒ ¥12,500

⇒ ¥10,500

価格改定： ¥6,000 ⇒ ¥7,800

価格改定：

¥3,200 ⇒

¥3,200 ⇒ ¥4,100

価格改定： ¥2,350 ⇒ ¥2,550

価格改定： ¥3,500 ⇒ ¥3,800

価格改定： ¥2,350 ⇒

表示訂正：　　　　　　　 ⇒
　　　　　　　　　　　　　　　　 　※は

¥2,550

¥10,500

2020/10/1より価格改定： ¥3,300 ⇒

⇒ ¥3,800

¥3,900

¥3,500

価格の右に※印追記　⇒　￥2,100 ※

価格改定： ¥2,200 ⇒ ¥2,400

価格の箱入数右の※印削除 ⇒ ￥2,000/100本

価格の箱入数右の※印削除 ⇒ ￥2,000/100本

価格改定： ¥2,800 ⇒ ¥3,000

¥4,150

価格改定： ¥2,350 ⇒ ¥2,550

¥4,450 ⇒ ¥4,800

価格改定： ¥3,850 ⇒ ¥4,150

¥2,450

価格改定： ¥3,100

⇒ ¥10,800

価格改定： ¥145

価格改定： ¥278

¥3,150

価格改定：

価格改定： ¥2,250 ⇒

⇒

価格改定： ¥78 ⇒ ¥7,800

価格改定： ¥118

⇒ ¥3,350

価格改定：

価格改定： ¥2,900 ⇒ ¥3,150

¥2,900 ⇒

価格改定： ¥108

¥2,950

12005 12005

02505

12005 12005

02505

02505
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■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　48

変　更　箇　所
498 20-4251-11 PEビーカー　200mL (100個)

498 20-4251-12 PEビーカー　300mL (100個)

498 20-4251-13 PEビーカー　500mL (100個)

498 20-4251-14 PEビーカー　1000mL (100個)

643 30-0600-01～03 ディスポウェア　診察着　No.2-01

643 30-0600-10～13 ディスポウェア　つなぎ　No.2-21

643 30-0600-20～22 ディスポウェア　つなぎ(フード付)　No.2-22

643 30-0600-30～32 ディスポウェア　つなぎ(フード・靴カバー付)　No.2-23

679 30-0520-50～58 ハーモニーラテックスグローブ

680 30-0523-55～57 ヴェルネックス　ホワイトニトリル

680 30-0523-65～67 ヴェルネックス　ブルーニトリル

686 30-0510-35～36 日本一軍手

686 30-0523-04～06 品質管理用手袋　マチつき

694 30-0590-40 ビニール腕カバー

696 30-9001-30～36 サムロック（セーフティロック）

696 30-9001-30 サムロック　RT-100-10

696 30-9001-31 サムロック　RT-200-10

696 30-9001-32 サムロック　RT-400-10

696 30-9001-36 サムロック　RT-600-10

729 22-5161-01 マジックテープ　No.380

738 22-4314-50～60 サーモフロン（アドバンス）　ブラックトラック

741 22-4317-70～72 シリコーンスプリングチューブ

769 22-3081-01～04 フッ素樹脂PFA二方バルブ　装着用

769 22-3081-05～08 フッ素樹脂PFA三方バルブ　装着用

769 22-3081-10～13 フッ素樹脂PFA二方バルブ

769 22-3081-20～23 フッ素樹脂PFA三方バルブ

770 22-3081-15～18 フッ素樹脂PFA二方バルブ　ホース口タイプ

770 22-3081-35～38 フッ素樹脂PFA三方バルブ　ホース口タイプ

771 22-5205-30 カプトンフィルム　50H

771 22-5205-31 カプトンフィルム　100H

771 22-5205-32 カプトンフィルム　200H

771 22-5205-33 カプトンフィルム　300H

771 22-5205-34 カプトンフィルム　500H

844 24-0140-50～56 ヘンペイ缶（ノズル付）

846 24-0137-20～26 廃液回収缶10L（キャップロート付）

846 24-0137-30～36 廃液回収缶20L（キャップロート付）

846 24-0137-40～42 扁平缶（ノズル付）

846 24-0137-50 扁平缶専用カラーキャップ　レッド / No.2120

846 24-0137-51 扁平缶専用カラーキャップ　ブルー / No.2121

846 24-0137-52 扁平缶専用カラーキャップ　イエロー / No.2122

846 24-0137-53 扁平缶専用カラーキャップ　グリーン / No.2123

846 24-0137-54 扁平缶専用カラーキャップ　ブラック / No.2124

847 24-0141-55～57 MJテナー（ボールコック付）

849 24-0141-27 ポリ正角瓶　No.0480　グレー20L

868 34-1009-49 メッキ装置　プロメックスセット / L23001

868 34-1009-51 メッキ装置プロメックス用ペン 脱脂 / F20425

868 34-1009-52 メッキ装置プロメックス用ペン ステンレス用脱脂 / F20438

868 34-1009-54 メッキ装置プロメックス用ペン 銀 / F20436

868 34-1009-55 メッキ装置プロメックス用ペン パラジウム / F204371

868 34-1009-56 メッキ装置プロメックス用ペン 銅 / F20426

868 34-1009-57 メッキ装置プロメックス用ペン ニッケル / F20427

868 34-1009-58 メッキ装置プロメックス用ペン 錫 / F20435

868 34-1009-59 メッキ装置プロメックス用ペン 亜鉛 / F20434

868 34-1009-60 メッキ装置プロメックス用ペン 18Kゴールド / F20431

870 22-6012-01～10 シリコーンオイル　KF96

870 22-6012-15～16 シリコーンオイル　KF54

870 22-6012-18～19 シリコーンオイル　SRX310

使用温度訂正 ⇒　-30～+200℃

使用温度訂正 ⇒　-30～+160℃

¥34,600

¥49,800

¥4,850 ⇒

価格改定： ¥3,200 ⇒ ¥3,400

¥50,600 ⇒ ¥50,000

¥3,800

¥75,000

廃番

¥26,300

¥440

価格改定： ¥22,700 ⇒ ¥29,100

価格改定：

型番変更：　No.2123　⇒　No.2040G

価格改定：

価格改定： ¥23,600

廃番

価格改定： ¥98

価格改定： ¥20,000 ⇒ ¥22,800

価格改定： ¥21,800 ⇒ ¥26,400

価格改定： ¥118 ⇒ ¥11,800

価格改定： ¥243 ⇒ ¥24,300

⇒

価格改定： ¥47,300 ⇒

価格改定：

型番変更：　No.2121　⇒　No.2040BL

型番変更：　No.2122　⇒　No.2040Y

⇒ ¥16,500

価格改定： ¥19,800 ⇒ ¥20,800

¥5,100

価格改定： ¥79,200 ⇒

¥8,950

価格改定：

取扱中止

¥480

価格改定： ¥25,300 ⇒

表示訂正：　　　　　　　 ⇒

価格改定： ¥15,500

廃番

価格改定： ¥132,000 ⇒ ¥100,000

¥52,800 ⇒ ¥42,000

価格改定： ¥26,400 ⇒ ¥25,000

¥65 ⇒ ¥6,500

廃番　※後継品はお問合せ下さい。

廃番　※後継品はお問合せ下さい。

廃番　※後継品はお問合せ下さい。

廃番　※後継品はお問合せ下さい。

型番変更：　No.2120　⇒　No.2040R

価格改定： ¥48,000 ⇒ ¥50,600

価格改定：

¥1,200 ⇒ ¥1,450

価格改定：

廃番

⇒ ¥9,800

⇒

¥8,500 ⇒

欄外訂正　⇒　●使用圧力：0.1MPa以下・・・

価格改定：

型番変更：　No.2124　⇒　No.2040BK

価格改定： ¥4,350 ⇒ ¥4,500

価格改定： ¥3,600 ⇒

価格改定： ¥4,350 ⇒ ¥4,500

ボールコック外観形状変更

型番変更：　No.0480　⇒　No.0200GY

欄外訂正　⇒　●使用圧力：0.1MPa以下・・・

欄外訂正　⇒　●使用圧力：0.1MPa以下・・・

欄外訂正　⇒　●使用圧力：0.1MPa以下・・・

欄外訂正　⇒　●使用圧力：0.1MPa以下・・・

価格改定：

2020/9/21より価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100
2020/9/21より価格改定： ¥1,900 ⇒ ¥2,100

使用温度訂正 ⇒　-50～+170℃
摘要内表記削除 ⇒　200℃までのオイルバス
摘要内追記 ⇒　※10CS以下の対応温度は、都度ご
確認下さい。

欄外訂正　⇒　●使用圧力：0.1MPa以下・・・

¥8,950

価格改定： ¥4,550 ⇒ ¥4,700

価格改定： ¥4,350 ⇒ ¥4,500

¥8,500 ⇒

02505 03505
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■テラオカ総合カタログ№1100　改正表　48

変　更　箇　所
899 35-0604-10～18 エアバキュームクリ－ナー

最新版の改正表は

次のところよりご確認下さい。
　申し上げます。 URL 　https://www.teraoka-jp.com/user_data/revision.php

　お手元のカタログに加筆修正の上、引き続きご活用の程お願い

　カタログ紙面に価格や仕様の訂正、メーカーによる価格改定があり
　　　　　　２０２０年　８月  　２５日発行■弊社『総合カタログ№1100』をご利用いただき御礼申し上げます。

株式会社テラオカ
　ましたのでご案内いたします。

価格都度御見積


